
店舗一覧 

都道府県名 店名 

北海道 We'sイオンモール旭川西店  

北海道 We's室蘭店  

北海道 We's石狩緑苑台店  

北海道 玉光堂四丁目店 

北海道 玉光堂パセオ店 

北海道 玉光堂イオン江別店 

北海道 玉光堂イオンモール旭川駅前店 

青森県 ワンダーグー十和田店 

青森県 ワンダーグーつがる柏店 

岩手県 Ｍ’ｓレコード アルテ店 

岩手県 Ｍ’ｓ ＥＸＰＯ 盛岡店 

岩手県 バンダレコード イオンモール盛岡南店 

岩手県 ワンダーグー奥州水沢店 

宮城県 バンダレコードイオンモール利府店 

宮城県 バンダレコードイオンモール石巻店 

宮城県 新星堂 仙台長町店 

宮城県 ワンダーグー大崎古川店 

山形県 バンダレコードイオン東根店 

山形県 新星堂 鶴岡店 

福島県 スーパーブックス 新白河店 

福島県 ワンダーグーいわき鹿島店 

茨城県 ワンダーグー下館店 

茨城県 ワンダーグー鹿島店 

茨城県 ワンダーグー那珂店 

茨城県 ワンダーグーひたち野うしく店 

茨城県 ワンダーグー古河店 

茨城県 ワンダーグー竜ヶ崎店 

茨城県 ワンダーグー守谷店 

茨城県 ワンダーグー常陸大宮店 

茨城県 ワンダーグーつくば店 

茨城県 ワンダーグーひたちなか店 

茨城県 ワンダーグー千代田店 

茨城県 ワンダーグー石岡店 

茨城県 ワンダーグー波崎店 

茨城県 ワンダーグー水戸笠原店 

茨城県 ワンダーグー日立田尻店 

茨城県 ワンダーグー日立中央店 

茨城県 ワンダーグー江戸崎店 

茨城県 ワンダーグー東店 



茨城県 ワンダーグー境 FiSS店 

茨城県 ワンダーグー北茨城店 

茨城県 ワンダーグー水戸南店 

茨城県 ワンダーグー友部店 

茨城県 HMVイオンモール水戸内原 

栃木県 ワンダーグー大田原店 

栃木県 ワンダーグー下野店 

栃木県 ワンダーグー足利店 

栃木県 ワンダーグー小山店 

栃木県 HMVイトーヨーカドー宇都宮 

群馬県 ワンダーグー高崎店 

群馬県 ワンダーグー渋川店 

群馬県 ワンダーグー富岡店 

群馬県 ワンダーグー館林店 

群馬県 ワンダーグー藤岡店 

群馬県 HMVイオンモール太田 

埼玉県 ワンダーグー入間店 

埼玉県 ワンダーグー加須店 

埼玉県 ワンダーグー本庄店 

埼玉県 新星堂 ベニバナウォーク桶川店 

埼玉県 新星堂 上福岡店 

千葉県 ワンダーグー旭店 

千葉県 ワンダーグー千葉ニュータウン店 

千葉県 ワンダーグー八街店 

千葉県 ワンダーグー富里店 

千葉県 ワンダーグー成東店 

千葉県 新星堂 カルチェ５柏店 

千葉県 ワンダーグー茂原店 

千葉県 ワンダーグー鎌ヶ谷店 

千葉県 ワンダーグー東金店 

東京都 山野楽器銀座本店 

東京都 新星堂 国分寺駅ビル店 

東京都 スーパーブックス 竹ノ塚駅前店 

東京都 新星堂 Tea for Two Records立川店 

神奈川県 新星堂 横浜ジョイナス店 

神奈川県 新星堂 上大岡店 

神奈川県 新星堂 アピタ長津田店 

神奈川県 新星堂 海老名店 

神奈川県 新星堂 綾瀬タウンヒルズ店 

神奈川県 HMV ラゾーナ川崎 

新潟県 We's新潟西店 



新潟県 We's長岡店 

新潟県 ＳＯＵＮＤ ニシワキ 

新潟県 サウンドエース 

新潟県 紀伊國屋書店 新潟店 

新潟県 Joshin長岡愛宕店 

富山県 HMVイオンモール高岡 

富山県 ＢＯＯＫＳなかだ ファボーレ店 

富山県 HMVイオンモール高岡 

石川県 ＢＯＯＫＳなかだ イオンかほく店 

石川県 新星堂 アピタ松任店 

福井県 松木屋エルパ店 

福井県 勝木書店Ｓｕｐｅｒ ＫａＢｏＳ敦賀店 

福井県 勝木書店Ｓｕｐｅｒ ＫａＢｏＳ新二の宮店 

山梨県 新星堂 ラザウォーク甲斐双葉店 

長野県 ライオン堂 

長野県 ミュージックプラザ サンエイ  

長野県 平安堂長野店 

長野県 平安堂東和田店 

長野県 平安堂川中島店 

長野県 平安堂更埴店 

長野県 平安堂若槻店 

長野県 平安堂諏訪店 

長野県 平安堂座光寺店 

長野県 平安堂飯田店 

長野県 平安堂あづみ野店 

長野県 平安堂伊那店 

岐阜県 HMVイオンモール各務原 

岐阜県 新星堂 カラフルタウン岐阜店 

岐阜県 HMVイオンモール各務原 

静岡県 イケヤアピタ掛川店 

静岡県 イケヤプレ葉ウォーク浜北店 

静岡県 イケヤイオンモール浜松志都呂店 

静岡県 イケヤ文楽館 高丘店 

静岡県 新星堂 アピタ静岡店 

愛知県 HMVイオンモール扶桑 

愛知県 HMVイオンモールナゴヤドーム前 

愛知県 HMVイオンモール岡崎 

愛知県 フタバ図書ＴＥＲＡワンダーシティ店 

愛知県 新星堂 テラスウォーク一宮 

愛知県 新星堂 リーフウォーク稲沢店 

愛知県 新星堂 アピタ長久手店 



愛知県 新星堂 八事店 

愛知県 新星堂 名古屋店 

愛知県 HMVイオンモール岡崎 

三重県 コメリ書房 松阪店 

滋賀県 ハイパーブックス 長浜店 

滋賀県 ハイパーブックス 彦根店 

滋賀県 ハイパーブックス 八日市店 

滋賀県 ハイパーブックス 駒井沢店 

大阪府 ぐるぐる王国 

大阪府 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ りんくう泉南店 

大阪府 新星堂 天王寺ミオ店 

兵庫県 新星堂 明石ヨーカドー店 

奈良県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 大和郡山店 

奈良県 新星堂 イオン奈良登美ヶ丘店 

和歌山県 ＴＳＵＴＡＹＡ ＷＡＹ岩出店 

和歌山県 TSUTAYA WAY オーシティ前 田辺店 

和歌山県 TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店 

鳥取県 今井書店 吉成店サウンドスタジアム 

島根県 今井書店グループセンター店 STUDIO WONDER 

岡山県 ブックセンターコスモ津山店 

岡山県 フタバ図書ＭＥＧＡ岡山青江店 

広島県 フタバ図書ＭＥＧＡ祇園中筋店 

広島県 フタバ図書ＧＩＧＡ広島駅前店 

広島県 フタバ図書ＧＩＧＡ宇品店 

広島県 フタバ図書ＴＥＲＡ広島府中店 

広島県 フタバ図書Λｌｔｉ福山本店 

広島県 フタバ図書Λｌｔｉアルパーク店 

広島県 新星堂 福山店 

山口県 フタバ図書ＧＩＧＡフレスタモール岩国店 

山口県 新星堂 宇部店 

徳島県 平惣 川内店 

福岡県 ミュージックプラザ インドウ（700102） 

福岡県 ヨシダ楽器イオン福岡伊都店（700236） 

福岡県 Ａ’ＢＯＯＫイオン穂波店 

福岡県 フタバ図書ＴＥＲＡ福岡東店 

佐賀県 紀伊國屋書店 佐賀店 

熊本県 ムラヤマレコード（700612） 

熊本県 新星堂 ゆめタウン光の森店 

大分県 明林堂書店 ゆめタウン別府店 

宮崎県 新星堂 イオンモール宮崎店 

鹿児島県 ブックスミスミ オプシア 



沖縄県 サウンドボックス ミツトモ（701522） 

  ローチケ HMV 

 

 


